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                        小中一貫小中一貫小中一貫小中一貫教育だより教育だより教育だより教育だより     
            

平成27年７月30日    №16 

                     （小中一貫教育推進だよりから 通算№51） 

                       十日町市教育委員会学校教育課  
 原点に立ち返り、省エネで更に大きな渦に 

指導管理主事 川崎 正男  「大きな渦になってきたな。」 ２年ぶりに十日町市に勤務しての率直な感想です。小中一貫教育完全実施となって２年目となる今年、様々な変化を学校訪問等で実感的にとらえることができました。 小中一貫教育の体制充実  水沢中学校を会場に、馬場小、水沢小、水沢中の先生方が一堂に会して行われた地区教職員協議会。そこで、中川協議会会長の話を水沢中学校区に勤める先生方全員が、真剣に聴く姿がありました。そして、全員が部会に所属し、９年間の小中一貫教育の在り方の協議を深めていました。 以前、私が西小に勤めていたころ、当時の教務主任と「部会だけでなく、全員が集う場ができればいいのにね」と話していたのを思い出しました。当時、南中学校区で試行されていた小中一貫教育では、西小、川治小、南中の３校で部会を設けてはいたものの、一部の中心となる部員が計画を立て、実践を各校に依頼する程度でしかなかったのです。 昨年度まで小中一貫教育の推進に全力を挙げ取り組んでいた平野前嘱託指導主事が、この「つながる」第３号(H26/7号)で述べていた「大きな渦」を思い出し、着実に前進していると実感しました。 授業の質にかかわる取組  前回15号の小中一貫教育だより「つながる」で丸山嘱託指導主事は、異校種体験でみられた授業について報告しています。小学校の先生が中学校３年数学の授業を行ったこと、その中学の教科担当の先生は「中学校でも参考にしたい」と感想を述べていたと言います。授業改善、いや授業改革が叫ばれている今日において、授業を通して学び合う小中の先生方は、以前よりも積極的、意欲的になっている、授業の質の向上につながっていると感じました。 目の前にいる子どもにとって価値ある教師でありたい、と皆が願っていると思います。批評するだけでなく、小学校の先生は中学校の授業に、中学校の先生は小学校の授業にもっと互いに学び合い、学習を通して子どもの自立を促していくようにしていきたいものです。    大きな渦となってきた十日町市の小中一貫教育です。各中学校区で充実した取組を展開し「ふるさと十日町市を愛し、自立して社会で生きる子ども」の実現に向け邁進していきたいと思っています。 しかし、教育に携わる私たち教職員が、慌ただしく多忙感を抱きながら取り組み、目的を見失しなってしまうようではいけません。それでは、子どもは伸びません。 十日町市小中一貫教育の原点は、今から５年前に策定された「十日町市小中一貫教育 基本計画」（平成２２年９月）にあります。ここで、課題としてとらえていたのは、以下のことです。 ・・・・「児童生徒の学力面での伸び「児童生徒の学力面での伸び「児童生徒の学力面での伸び「児童生徒の学力面での伸び悩みに対応し確かな学力の定着を図ること」悩みに対応し確かな学力の定着を図ること」悩みに対応し確かな学力の定着を図ること」悩みに対応し確かな学力の定着を図ること」    ・・・・「中学校１年から増える不登校・いじめを解決していくために、小･中学校間の緊密な「中学校１年から増える不登校・いじめを解決していくために、小･中学校間の緊密な「中学校１年から増える不登校・いじめを解決していくために、小･中学校間の緊密な「中学校１年から増える不登校・いじめを解決していくために、小･中学校間の緊密な    連携体制のもと、児童生徒のきめ細かな内面の理解や寄り添う支援・指導を行うこと」連携体制のもと、児童生徒のきめ細かな内面の理解や寄り添う支援・指導を行うこと」連携体制のもと、児童生徒のきめ細かな内面の理解や寄り添う支援・指導を行うこと」連携体制のもと、児童生徒のきめ細かな内面の理解や寄り添う支援・指導を行うこと」    この２つの原点に立ち返り、目的をしっかりともち実践事項を精選・重点化しながら取り組むことが大切です。みんなが同じ方向を見て互いに子どもを真ん中に据えてつながることで、省エネ運転しながらも、更に力強い大きな渦が生まれてくるものと確信しています。 
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あなたの授業力アップ！「～プロに学ぶ～授業力向上研修」  「わかる喜び」「できる喜び」が子どもたちの学習意欲を向上させます。そのためには、教師の授業力アップが重要です。「プロに学ぶ授業力向上研修」で、授業の腕を磨きましょう。 【授業力向上研修 Part１】  講座１ 小 学 校：算数の教材アレンジ ８月 18日（火）13:00 川西庁舎 ４階第１研修室   講座２ 中 学 校：数学の教材アレンジ  ８月 19日（水）13:00 川西庁舎 ４階第１研修室   ちょっとしたアレンジで授業が 10 倍おもしろくなる秘伝を 学びます。講師は上越教育大学大学院の松沢要一教授です。 昨年、講師の体調不良のため実施を見送った講座ですので、 松沢教授は満を持しての登場となります。お楽しみに！ （文責；武田）     岩手の中学校１年生が電車に飛び込み自殺する事件があり、学校が「いじめが自殺の一因と認める」との発表をしました。十日町市では、いじめの報告件数は減っているものの、「いじめは、いつでも、どこの学校でも起こりうる」ということを、常に意識しながら対応していく必要があります。たった１件のいじめであっても、大きな問題であります。そのことを真摯にとらえていかなければらないと改めて誓うところです。 各校においては、既に「いじめ防止基本方針対策」を策定していますが、これが、実効力を伴って働くものになっているか今一度見直す必要があります。そして、職員一丸となっていじめ防止、いじめ見逃しゼロに立ち向かっていきましょう。              （文責；宮澤）    
ラーニングピラミッド（Leaning Pyramid） 今、いろいろなところで話を聞く「学習の仕方と定着率」（NTL；アメリカ国立訓練研究所）ですが、私たちの授業改善の一つの視点として、心の隅に置いておいてもいいのではないでしょうか。 学習の仕方 定着率（％） 例（※） Lectuye 講義を聞く    ５ パソコンの使い方の話を聞く Readinng 読む １０ パソコンの説明書を読む Audio-Visual 視聴する ２０ 操作説明ＤＶＲ等を視聴する Demonstration 演示してもらう ３０ 講師が操作しているところを見る Discussin 集団で討論する ５０ 複数の仲間で講師と質疑応答する Practice by doing 模擬演習、実体験する ７０ 指導してもらったことをやってみる Teach other 他者に教える ９０ 操作の仕方を人に教える ※例は筆者のとらえです。 一つの形だけでなく、多様な学習の仕方を多面的に組み合わせ、今求めている学習のねらいに応じて必要な形をとることが大切なのではないでしょうか。           （文責；丸山）    



- 3 -

小中一貫教育に関わる当面の研修について 
■中学校区合同発表会兼教職員研修会   夏季休業中の８月７日に行う「小中一貫教育中学校区合同発表会兼教職員研修会」について、２次案内を出したところでありますが、有意義な研修になるよう主体的な参加をお願いいたします。 
 

１ 日 時  平成２７年８月７日（金）１３：３０～１６：３０ 

２ 会 場  十日町市市民会館（学校町１丁目 ℡025-757-5011） 

３ 日 程 

13:00 30   13:40              14:30     14:40 15:00               16:30 
 受付 全体会（ホール）  休憩 移動 

 

分科会(中央公民館) 開会挨拶 教育長    
(10) 

代表中学校区の発表 ３中学校区     （50） 閉会挨拶 学校教育 課長  (10) 各中学校区に分かれての協議  9中学校区グループ別協議・発表 
 

(90)    （１） 全体会（取組発表） 発表中学校区 南中学校区 下条中学校区 水沢中学校区   発表骨子 中学校区が目指す子どもの姿の実現に向けて、「学力向上と社会性育成」に関する具体的実践 小･中･地域の「よさ」が響き合う「小中合同縦割り班活動」をはじめとした教育活動の実践  中学校区の重点課題を解決する一つの方策として取り組んでいる「乗り入れ授業」の実践 （２）分科会会場 校区 拡大 南 吉田 下条 水沢 川西 中里 松代 松之山 会場 ホール ステージ 講堂  ２学習室 ４集会室 ６集会室 １学習室 ３研修室 ５集会室 ３学習室  ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
■小中一貫教育全国サミットin三条  昨年度は兵庫県姫路市で行われた「小中一貫教育全国サミット」ですが、今年度はわが新潟県三条市で「第１０回全国サミット」が開催されます。統括コーディネーター校には第２次案内のパンフレットを送付いたしますが、希望する方は是非参加ください。時間、内容等の詳細は三条市教育委員会のＨＰをご覧ください。 期 日 内容  会場 10月22日（木） 授業公開・中学校区協議会 一体型 第一中区 嵐南小・第一中 一体型 第二中区 一ノ木戸小・第二中 連携型 第三中区 三条小、裏館小、上林小、第三中 連携型 大島中区 大島小、須頃小、大島中 10月23日（金） 開会行事、基調講演 プレゼンテーション、シンポジウム 嵐南小・第一中（一体校）    十日町市教育委員会では、この「全国サミットin三条」を「統括コーディネーター研修」の一つと計画（平成２７年度小中一貫教育実施計画）しています。  統括コーディネータの参加費、マイクロバスによる送迎は教育委員会で行います。申込みは教育委員会が一括して行います。統括コーディネーターが参加できないときは、代理をお願いします。 もちろん、統括コーディネーター以外の方も、関心のある方は参加ください（各自対応でお願い）。 
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■中学校区の取組紹介（7月～8月） 中学校区名 7 月の取組 8 月の取組予定 拡大中学校区拡大中学校区拡大中学校区拡大中学校区        ■７月７日（火）～９日（木）小中あいさつ運動 ■７月 14 日（火）中学校区コーディネーター会議 ■７月 17 日（金）１日異校種体験研修（小→中） ■７月 27 日（月）～29 日（水）中条中学校小中連携サマースクール 
□８月７日（金）小中合同発表会兼教職員研修会の折、拡大中学校独自の分科会運営を行います。 □８月 19 日（水）拡大中学校区の日  ・スポーツ教室、リーダー研修会  ・教科等意見交流会 ※９月７日（金）拡大中学校区ＰＴＡ交流会 南南南南    中学校区中学校区中学校区中学校区     ■７月７日（火）中学校区生徒指導会議  新入学生徒に関わる情報交換会 □８月７日（金）学区教職員研修  各班会議（午前中） 吉田中学校区吉田中学校区吉田中学校区吉田中学校区     

 
■７月 18 日（土）地区ＰＴＡ講演会「ネットモラルセミナー」講師；創風システム桑原    □８月 20 日（木）小中陸上交流会 □８月 24 日（月）同和教育研修会 ※９月５日（土）吉田中学校体育祭  小学生参加種目を設定し小中学生が一緒に競技を行い交流します。。 ※９月８日（火）小中合同クリーン作戦 下条中学校区下条中学校区下条中学校区下条中学校区         ■７月 23 日（木）小中合同職員会議。市教委計画訪問を兼ねる。   □８月 24 日（月）小中一貫教育講演会 15:00～下条小学校。講師は前十日町高校上村栄市校長 水沢中学校区水沢中学校区水沢中学校区水沢中学校区    

 
■７月３日（金）進学指導委員会 ■７月 17 日（金）水沢地区学校保健委員会 ■７月 29 日（水）水沢地区教職員研修会 ■７月 30 日（木）地区教務主任会  □８月３日（月） 9:00～６年生中学校部活体験 14:00～ＳＡＱ講習会 □期日未定 小中学校の教職員が保育園を訪問し研修します。 川西中学校区川西中学校区川西中学校区川西中学校区         ■７月 23 日（木）小中一貫教育だよりの発行 ■７月 24 日（金）川西地区小学校親善水泳大会  中学生 14人が役員補助、運営補助で参加 ■７月 27 日（月）～30 日（木）中１数学補充学習  小学教諭４～５人が学習支援に入って指導しました。 □８月５日（水）人間関係づくり研修  13:30～15:30千手小 □８月 20 日（木）同和教育現地研修会（白山会館） □８月 25 日（火）小中合同陸上練習 □８月 31 日（月）～９月４日（金） ※９月５日（土）川西中学校体育祭 中里中学校区中里中学校区中里中学校区中里中学校区        ■７月２日（木）～５日（日）なかさと交流   沖縄県久米島訪問 ■７月７日（火）小小交流学習・巨大書体験②  前回６月 24 日の第１回目の活動に引き続き、実際の巨大書を大筆でかく体験をしました。「かく」ことを通して「夢に向かう力」を学びました。  

□保・小・中情報交換会  保育園訪問 □８月６日（木）地区教職員研修会  講演会「文学の体験」 13:30～15:30 中里支所 □８月６日（木）ＰＴＡ連携事業  中里子育てフォーラム  18:30～20:40 中里支所   
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松代中学校区松代中学校区松代中学校区松代中学校区        ■７月６日（月）松代小授業研究（２年国語）に中学校職員も参加。 ■７月 16日（木）職場体験学習として、中学２年生が小学校で勤務（活動）しました。将来養護教諭を目指している生徒にとって、児童と接したり生活記録カードの点検などをすることが貴重な養護教諭としての体験になりました。  
□８月５日（水）小中合同陸上競技練習会①9:00～松代中グラウンド □８月７日（金）地区教育振興会委員会。全員研修会の後、中学校区４委員会を実施。 □８月 24 日（月）松代・松之山中学校区合同研修会「人権教育・同和教育」14:00～松之山公民館  講師；神谷敬二 □８月 25 日（火）小中合同陸上競技練習会②9:00～松代中グラウンド 松之山中学校区松之山中学校区松之山中学校区松之山中学校区         ■７月１３日（火）一日異校種体験研修（小→松之山中）         一日異校種体験研修（中→松之山小） ■７月１７日（金）一日異校種体験研修（小→松之山中） ■７月 25 日（土）湯鳥大運動会  保・小・中・保護者・地域が一堂に会して運動会を行い、親睦と絆を深めました。  
□８月 24 日（月）松代・松之山中学校区合同研修会「人権教育・同和教育」14:00～松之山公民館  講師；神谷敬二   


